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地域経済経営ネットワーク研究センター年報　第 4号
北海道大学　2015 . 3

　＜講演＞
FabLabつくばの歩み

講　師　相部　範之
（株式会社 SUSUBOX代表取締役，FabLabつくば代表）

はじめに

　株式会社 SUSUBOXの相部と申します。今
回，「FabLabつくばの歩み」ということで，最
初に田中先生が少しお話しされたと思うのです
が，FabLab1）は実際に今日本全国に 11カ所あ
りますけれど，鎌倉と同時に立ち上がった最初の
FabLabの運営者の一人ということで，どうやっ
て FabLabを始めて，今実際にどうやって運営し
ているのかという話をメインにさせていただきた
いと思います。
　島村さんのほうで今回のテーマに沿った農業の
話がありましたが，農業の話からは離れてしまう
のと，専門が電子回路の設計を普段やっておりま
すので，その立場から今のメイカームーブメント 2）

とかオープンソースにビジネスとしてどうやって
コミットしていくのかという話を中心にさせてい
ただければと思います。
　まず簡単に自己紹介ですが，私も 1975年 5月
生まれで田中先生と 1週間ぐらいしか違わないの
です。私は，先生のように小学校 2年生の時に
アッセンブラ（アセンブラ） 3）をさわっていたと
いうことはなくて，小学校 3年生の時からはんだ
ごてを握っていました。パソコンをさわったのは

小学校６年生で，それまでは実はトランジスタを
いじっているのが楽しかったのです。また，理化
学研究所の脳科学総合研究センターに 2000年ま
で 2年間おりまして，そこで人工知能の開発を少
し手伝わせていただいていました。まだ大学院に
いく前なので何も知識がない状態で勉強させても
らっていたのですが，そのときに FPGA（Field
Programmable Gate Array）4）という LSI（Large
Scale Integration circuit）5）に出会って，当初は
人工知能の研究にすごく興味があったのですが
FPGAと LSIのほうに興味が移ってしまって，
その後，大学に行ってもそのテーマでずっと研究
をしまして，最終的に FPGA-CAFEというちょっ
と変わったカフェを立ち上げたという形です。

FPGAとの出会い

　簡単な研究歴ですが，卒論を理研で書かせても
らい，そのときに脳の視覚を処理するところの単
純な処理を LSIで実現してしまおうというのを
やっていまして，模型のヘリコプターに積んだ五
つのカメラから自動的にオプティカルフロー 6）と
いって周辺の動きや情報を統合して，ジャイロ（ス
コープ）7）を使わずに画像情報だけを使って自動

1）ファブラボは，デジタルからアナログまでの多様な工
作機械を備えた，実験的な市民工房のネットワークです。
個人による自由なものづくりの可能性を拡げ，「自分たち
の使うものを，使う人自身がつくる文化」を醸成すること
を目指しています。（出典：FabLab Japan Network公式
サイト fablabjapan.org より）
2）「ディジタルファブリケーションを活用することで，労
働単価の高い「先進国」でも再び製造が可能になり，ハー
ドウェアのスタートアップが次々と生まれ，産業を変質さ
せていく可能性があること。

3）アセンブリ言語で書かれたプログラムを入力として受
け取り ,実行に適した形の目的プログラムに変換するプロ
グラム（言語プロセッサまたは翻訳系）。
4）ユーザが自由にプログラミングできる 大規模集積回路。
書き換えが可能なため，回路を無制限に変更することがで
きる。（出典：大辞林三版）
5）IC（集積回路）のうち，素子の集積度が 1,000個～ 10
万個程度のもの。（出典：IT用語辞典 e-Words）
6）視覚表現の中で，物体の動きをベクトルで表したもの
である。（出典：IT用語辞典）
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的にホバリングするというのを脳のモデルの検証
の一つとしてやっていました。このときに FPGA
に出会って，はまってしまったという形です。
　その後，大学院に移ってもずっと FPGAを使っ
て中の回路設計と，周辺の基板設計もやりました。
電機メーカなどでは設計というと一般に，主なブ
ロック図とか仕様設計を指し，アートワークと呼
ばれる作業は外注します。けれど，私はアートワー
クがすごく好きで，それも 2000年からずっとや
らせてもらっており，実は途中から個人事業で島
村さんに仕事をいただいたこともあります。
　それで，専門の話を先にさせていただくと，
FPGAというのはフィールド・プログラマブル・
ゲートアレイの頭文字をとったもので，一言でい
えばプログラム可能なチップです。今，3Dプリ
ンタがラピッドプロトタイピングツール（Rapid
Prototyping Tool）8）だということでもてはやさ
れていますけれど，電子回路の組み込み機器関係
の業界ではラピッドプロトタイピングツールとい
えばこれだったのです。LSIは携帯電話，パソコ
ンも含めあちこちに入っていると思うのですが半
導体製造工場で作ります。今はこの工場自体が日
本に残っているのが少なくて，中国とか台湾の
TSMC（Taiwan Semiconductor Manufacturing
Co., Ltd.）9）が有名ですが，そこに移っていると
いう形です。
　これはフォトマスク 10）ベースというのですが，
エッチングというケミカルな処理をして作る最先
端の半導体を製造して，このようなプラスチッ
クやセラミックのパッケージになったものがあ
る期間で上がってくる。その「ある期間」という
のが納期になるわけですが，昔に比べればはるか
に早くなって，スタンダードセルというタイプの
ASIC（���������	
���������
��������������：
特定用途向け集積回路）だと発注してから工場に
上がってくるまで数カ月間ぐらいです。

　何故納期短縮が可能かというと，共通でみんな
が使えそうなものをあらかじめ製造しておくので
す。そして，最後のところだけを追加加工して出
荷するというようなことをやるので期間をもの凄
く短縮できる。これが通常の LSIの製造工程で
すけれど，FPGAというのはここに大きな革命を
もたらしました。見た目は他の LSIと変わりま
せんが，いわゆる CD-Rに相当するような，まだ
何も焼いていない LSIになります。LSIとパソコ
ンを USBケーブルで繋いで，回路図をコンパイ
ル 11）し，それをダウンロードすることができま
す。回路図は，昔はほんとうに図面で，実は一部
まだ残っていて，私も回路図設計をメインでやっ
ているのですが，今はほとんど HDL（Hardware
Description Language：ハードウェア記述言語）
とか，あとはC言語などでも行うことができます。
通常のプログラムと違うのは，回路なので完全に
並列に動作します。ですからもの凄く早いフロ
ントエンド 12）の処理などに向いています。また
LSIを製造する納期で言うと，設計が終わったら
ダウンロードするだけなので数ミリ秒から数秒で
終わってしまう。
　先ほどの半導体工場に頼むのは，もしどこか
1bitでも 1と 0を間違えてしまったら，また一
からつくり直しなのです。ですから発注するとき
エンジニアはもの凄く恐れて，夜眠れなくという
話を伺ったことがあるのですが，FPGAの場合は
そういったことはなくて，1bit間違ったら，また
1bit書き直してコンパイルすればいいだけなので
す。

FPGAを使ったビジネス

　このように，FPGAにはまって，ずっとこれを
使ったいろんな応用研究をやっていたのですが，

7）物体の角度や角速度を検出する計測器。
8）製品開発において用いられる試作手法。
9）1987年に設立された世界最大の半導体専業 ICファン
ドリーメーカー。
10）平板上に形成されているパターンを，別の平板に転写
するための原板。

11）コンピュータで，人間が理解しやすい言語や数式で記
述されたプログラムを，機械語に翻訳すること。（出典：
デジタル大辞泉）
12）ソフトウェアやシステムの構成要素の性質を表す用語
で，ユーザや他のシステム，ソフトウェアなどと直接デー
タなどのやり取りを行う要素のこと。（出典：IT用語辞典
e-Words）
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FPGAだけで全てに対応できるわけではありませ
ん。例えば USBに繋ぎたい，ビデオ出力を行い
たい，音を出したいという個々の要求に対応する
必要があります。そこでそのようなさまざまなイ
ンターフェースをサブモジュールとして 50種類
ぐらい用意し，これに FPGAやマイコンなどの
数種類のメインモジュールと組み合わせる製品を
開発しています。例えばビデオ出力をする回路を
作りたければ FPGAとビデオのモジュール，ビ
デオと音，両方出したければ，さらに音のモジュー
ルを追加すればいい。これらは縦に 5種類くらい
スタックできるようになっていて，昔，学研が出
していたいわゆる電子ブロックのハイエンド版の
ようなもので，これがあれば基板を設計し直す必
要がない。ただ組み合わせれば済んでしまうので，
基板版のスタンダードセルのような形です。
　ただ，豊富な機能モジュールの中で，どういう
ものをみんなが使うのかというのを選定しておく
必要があります。50種類のモジュールは在庫と
して抱えなければいけないので，その辺の選定に
かなり時間がかかっています。ユーザーとしてみ
れば，選んできて使うだけなので必要最小限のコ
ストで使えるということになります。3Dプリン
タと FPGAがあればほとんどのものが作れそう
だなと直感的に思うのですが，実際にはこれ以外
にいろんな工程が必要です。モジュールがあれば
基板の製作そのものは要りませんけれど，じゃあ
どれとどれを組み合わせるのかとか，どうしても
オリジナルのチップを載せたい場合にはそれをは
んだ付けしなければいけないとか，モジュール自
体の組み立て，あと，ケースに入れたり，畑に出
すのだったら防水の対策，温度対策とか，いろい
ろ考えなければいけないことはまだあるというこ
とです。
　これを最終的には，プリンタがあって，何かジャ
ラジャラッと部品を入れればケースも中の電子回
路も全部自動的に印刷されて出てくる。部品を印
刷するというよりは，部品は，チップマウンター 13）

のようなものが中にあって，それを搭載するよう
な仕組みのほうがいいのではないかと思っている
のですが，それをすぐにパーソナル・ファブリケー

タ 14）として実現するのにまだ 10年以上はかか
るのではないかと思っています。ですが，グルー
プファブリケータといって，どこかに共有施設が
あって，そこにもう少し大きな装置を置いてみん
なで共有して使うぐらいならできそうかなという
ことで作ったのが，JST（独立行政法人科学技術
振興機構）のプロジェクトで開発したこの装置で
す（図 1）。チップマウンタ 15）と基板加工機，リ
フロー炉 16），およびレーザー加工機を組み合わ
せたもので，先ほどのモジュールシステムと組み
合わせることで発注から数分でカスタマイズされ
た基板を提供することをめざして開発を進めて来
ました。
　会社の概要ですが，2012年の 4月に資本金
100万円で立ち上げました。今は地元の研究所や
企業からの電子機器の受託開発業務をメインにや
らせていただいて，それと並行して自社製品の開
発と FabLabの運営をしているということです。

図 1

13）プリント基板に LSI，コンデンサー，抵抗などの電子
部品を表面実装するための専用装置。マウンター。サーフェ
ス　マウンター。（出典：デジタル大辞泉）
14）コンピュータやネットワークを取り入れた個人向けの
自動製造装置。
15）プリント基板に LSI，コンデンサー，抵抗などの電子
部品を表面実装するための専用装置。（出典：デジタル大
辞泉）
16）あらかじめプリント配線基板に「クリームはんだ」と
呼ばれるペースト状のはんだをパターンに合わせて印刷
し，それに部品を実装する。そして，プリント配線基板へ
直接，熱を加えてはんだを溶かし，はんだ付けを行う方法。
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カフェの立ち上げ

　ここからメインの FabLabの話になるのです
が，お店自体は 2008年に改装工事を始めました。
場所は筑波大の横で，これはちょっと前の風景で
すが，こんなカフェで，ここにはんだごてやオシ
ロスコープ 17）などがあって，お客さんが自由に
使用できるようになっています（図2）。写真（図2）
の右手前側がカウンターになっていて，コーヒー，
紅茶を頼んで飲めます。コーヒーを飲みながら作
業をする人もいるし，工作しないで何か作業して
いるのを見学に来て，コーヒーだけ飲んで帰る方
もいます。さらに，学生ですとコーヒーを注文し
ないで，ただで機材だけ使う人もいます。それは

よしとしているのです。
　立地は，私と同じぐらいの古い建物なのですけ
れど（笑），もともとライブハウスか何かだった
ところらしくミラーボールがありました（図 3）。
このテナントのオーナーは大学院時代に知り合っ
たつくば市内の研究所の先生です。これ（図4）は，
その先生が研究されている畑に設置して温度や日
射量などを取得するためのフィールドサーバー 18）

という装置です。この中に私が学生時代に作って
いた FPGAを使用した画像認識カメラを入れて
周辺の不法投棄の監視に利用するというプロジェ
クトがあり，先生とはその時に知り合いました。
その先生に，こんなカフェをやりたいのだという
話をしたら，一緒に改装工事をやるのなら家賃は
ただでいいよと。こちらは家賃がただでこんなス
ペースを使えるのなら何でもやりますよという感
じで，これが決まった瞬間に，たまたま隣のアパー
トが空いていたのでそこに引っ越して，2年間ぐ
らいかけて二人でゆっくり改装工事をしました。
　これは最初に買った道具で，スクレーパーとい
う床を剝がすため電動工具です（図 5）。これで
ひたすら 2カ月ぐらい床のタイルを剝がす作業を
行いました。次にペンキを塗って，場所によって
は，インターネットで調べてモルタルを塗りまし
た。さらに漆喰の塗り方を二人で競ったりしまし
た。

図 2 図 4

図 3

17）時間の経過と共に電気信号（電圧）が変化していく
様子をリアルタイムで波形表示し，目では見えない電気信
号が変化していく様子を観測できるようにした波形測定装
置。

18）フィールド（現場）の環境や動植物のモニタリング，
監視等を行うセンシング機能と通信技術を一体化したモニ
タリングデバイス。（出典：イーラボ・エクスペリエンス
webサイトより）

PQRST66UVWXYZ[
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　他にも電気配線を自分で行うために，電気工事
士の資格を取得したり，食品衛生責任者資格を取
得し，喫茶店登録をしてカフェとして紅茶が出せ
るようにしました。そしてまず，カフェとして
2010年の 5月にオープンしました。コーヒー１
杯 380円です。また，社内の開発や受託案件な
どで使用する部品在庫の一部の販売も行っていま
す。しかしこれだけでは到底カフェの運営費用を
賄うことはできません。
　また FabLabを始める際の課題の一つである，
工作機械の確保ですが，うちの場合は JSTのプ
ロジェクトで先の FPGAモジュールシステムを
開発するための装置として，レーザー加工機とか
基板加工機など，FabLabの推奨機材を予め導入
していました（図 6）。このため FabLabを始め
るために購入する必要のあった機材はほとんどあ
りませんでした。また，これらの機材は，作品を
オープンソースにするという条件のもと無料で

使って良いというのが，うちのローカルルールで
す。実際にはカフェのデジカメで写真を撮ると，
Eye-Fi（Wi-Fi内蔵 SDカード）が入っているの
で自動的にカフェのWebサイトにアップロード
されます。あとは，作品の図面ファイルと使用し
た加工パラメータなどを全部残すことになってい
ます。さらに wiki19）にその写真とパラメータを
関連づけて，それは何なのか紹介してくださいと。
これは，うちの wikiでなくて，自分でブログを
持っていればそっちでもいいですよということに
なっています。

FabLabつくばのスタート

　ここまで私は FabLabを知らなかったのです
が，「ものづくり革命」20）という本に出会い，す
ごく似たようなことを考えている人がいるのだ
なと感じ，MIT（Massachusetts Institute of
Technology）のニール・ガーシェンフェルドさん
という人にメールを書いて FabLabというのはど
うやって参加したらいいのか聞いてみようかなと
思っていたのです。そうしたら，ちょうど田中先
生が今，ニールのところに行っていて，来年戻る
ので 1度うちに見学に来たいと言われたので，凄
くタイミングがよかったなと思いました。その後，
田中先生が来られて，その場で FabLabにするこ
と，鎌倉と同時に立ち上げるとが決まりました。
　オープンの翌年，2011年 5月に FPGA-CAFE/
FabLab　Tsukuba，ちょっと長いのですが，こ
ういう名前で再スタートしました。オープニング
は鎌倉の海岸でバーベキューパーティを行いまし
た。
　先ほど鎌倉のほうで定年退職された方のお話が
ありましたが，うちも最近，早期定年退職された
方がメンバーに加わりました。元々茨城県内で大

図 5

図 6

19）ブラウザーを使って，手軽にウェブページを作成・編
集できるシステム。複数の利用者が共同でページの編集を
することが可能。（出典：デジタル大辞泉）
20）現在はオライリー出版社より「Fab」という別タイト
ルで再販されている。原題：Fab : the coming revolution
on your desktop-from personal computers to personal 
fabrication（Author：Gershenfeld, Neil A.）

PQRST6SUVWXYZ[^

_ PQRST6SUVWXYZ[
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型機械設計をやられていた方で，うちは機械分野
が弱かったので本当に助かっています。また，学
生のように指示しないとなかなかやってくれな
かったり，逆にやり過ぎて余計なことをするとい
うこともなく，運営面でもいろいろ教わることが
多いです。
　一例ですが，以前から課題となっていたものと
してリフロー炉の換気の問題がありました。設備
の紹介の流れからだったか，そのような課題があ
ることを伝えたら，翌日カフェの机の上にこうい
うものが置いてありました（図 7）。何なのかな
と思って，また翌日行ったらリフロー炉の上に
ダクトがついていて，ダクトで排気できるような
システム（図 8）が，全部うちで余った廃材のア
クリルを使って作られていました。レーザーカッ
ターで作っているのですが，設計なども得意な
方なのでぱっとやってしまうのです。今までレー
ザーを使わずにやられてきたプロの方にレーザー

がうまく当てはまるとものすごいパワーになるの
だなというのも実感しました。

ロングテール化の時代

　ここからは一般論の話をしたいと思うのです
が，大量生産と一品物との比較の話で，大量生産
品というと食料品とか日用品のようにみんなが共
通で必要なもの，一品物というと美術工芸品のよ
うに 1個であることに価値があるようなもの。あ
ともう一つ，量産と一品物が混在するようなもの
ということで，先程田中先生も言われた医療福祉
機器のように個々に，補聴器を耳の形に合わせる
とか，義足とか義手のようにカスタマイズしなけ
ればいけないもの。建物もそうだと思いますが，
そういうものが大きくあると思うのです。
　もう少し定量的に見ると，製造数，価格，あ
とターンアラウンドタイム 21）ですけれど，一品
物というと，1個から作って 100個ぐらいかな
と。量産品というと 1,000個というのは少ないほ
うで，携帯電話のような高度な電子回路製品だと
10万個，100万個以上製造しないと単価が高す
ぎて作れないということです。逆に，数を作るこ
とで高い品質で，かつ安く作ることができるとい
うのが大量生産品の特長です。
　一品物は，逆に数を作らないのでどうしても高
価になってしまうということがあると思います。
一品物の場合は，基本的に職人とか技士が手作業
により製造するので人件費が高いということです
ね。うちで一品物に相当するのは試作品，大量生
産をする前に機能を試すためのプロトタイプで
す。
　量産品の場合は機械により自動的に製造するの
で，その分，人件費が安くできるということがあ
ると思います。共通しているのは，結局，数を作
らなければいけないので，なるべくみんなが必要
とするものを作る。
　数の幅はあるのですが，一品物だと職人さんが
手で作るには多過ぎて作れない，機械で作るには

図 7
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21）システムに処理要求を送ってから，結果の出力が終了
するまでの時間。（出典：IT用語辞典 e-Words）
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数が少なくて割に合わないという何か抜けた領域
というのがあって，ここが結構，今後課題になる
のではないかと思っています。要は，ニーズがな
いわけではないけれど，コスト的にどっちのスタ
イルでも合わないという領域がありそうだなとい
うのが今考えているところです。
　ロングテール 22）の話は，経済の方が多いので
私より詳しいと思うのですが，例えば店舗販売す
るようなものは店舗の管理コストがかかりますか
らかなり売れ行きのいいものしか扱えない（図
9）。それが，インターネット販売が始まったこと
で，在庫を持たなくていいのでもう少し売れにく
いものも販売できるようになった。さらに，ディ
ジタルコンテンツに関しては，在庫コスト，ハー
ドディスク領域だけあればいいのでめったに売れ
ないようなものも扱えるようになった。
　ロングテールと言っているのは，結局このめっ
たに売れない商品の売上，つまり尾っぽの面積が
ヒット商品のところの面積よりもだんだん広く
なっていくから，めったに売れないものをとにか
く数を扱えるようにしなければいけないというこ
とですね。だんだんこういった傾向にはなってき
ているのかなと思います。
　ディジタルコンテンツというのは今までは音
楽データとか画像ということだったと思うので
すが，今後は，3Dの CADファイルでもいいし，
回路図でもいいいし FPGAの回路情報でもいい

と思います。そういった今まであまり実際に物質
化されたものと結び付けて考えられていなかった
ようなものも，いわゆるディジタルコンテンツ化
していくのではないかと思っています。
　ニーズの多様化に伴う少量多品種化というのが
世の中の流れとしてあって，ヒット商品がない，
これまでの工場生産型では限界があって，とにか
く何か違った生産方式が必要だということです。
その行き着く先は，生産者がそのままそれを消費
する形で，これはアルビントフラーが著書「第三
の波」の中で言っていた，プロシューマのことと
言えるかと思います。先ほど島村さんが言ってい
た公私混同ではなく公私統合だというのも関連す
ると思うのですが，それは過去にも全くなかった
わけではなくて，オープンソースのバザール型開
発というのは，自分でこれを作りたいという人が
集まって勝手に作って改良されていくということ
です。ですから，違う見方はいろいろありますが，
私は結局それはオープンソースの開発ではないか
と思っています。
　日本でどんな流れがあるかというと，「ニコニ
コ動画」という動画投稿サイトがあり，ここには
たくさんいわゆる映像とか音楽というコンテンツ
も投稿されていますが，こんなのを作ったよとい
う「ものづくり」のコンテンツも結構あります。
それは，ニコニコ動画の中のニコニコ技術部と言
われている人たちなのですが，例えば，架空のキャ
ラクタがこういう架空の楽器を持っていて，すご
くかっこいい，これ誰か作れない？と言ったら，
みんなが私作れるよ，と言っていろんな形で作り
始める。ここで競争が起こり，しかもそれぞれの
得意な手法で作るという，会社の中のブレーンス
トーミングなどではなかなか出てこないような，
しかも本当に実装までされてしまっている状態で
起こるというのが今までなかったムーブメントで
はないかと思います。
　アメリカではMaker Faireというイベントが
あります。これは 2008年から日本にも入ってき
ていて，実際ネットだけではなくて，現物をその
場で見て議論できます。これは prosumeという，
筑波大で 2010年にやったイベントですが，大学

図 9
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22）インターネット上での現象は，生起頻度の低い要素
の合計が全体に対して無視できない割合を占めるという法
則。（出典：IT用語辞典 e-Words）
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生などがふだん研究以外で作っているようなもの
を紹介したりしています。（図 10）

新たなツール

　3Dプリンタ，FPGAの他のラピッドプロトタ
イピングツールに挙げられるものとして Arduino
という電子回路基板があります。この特長は，と
にかく開発環境が単純明快なことです。今まで
我々の組込み分野での常識は，LEDを点滅させ
るだけのプログラムなり回路を書くだけで 1日か
かって，やっと開発環境の使い方に慣れたら，じゃ
あ開発を始めましょうという感じで，場合によっ
ては 2日ぐらいメーカに講習を受けに行って，そ
れでやるというようなパターンだったのですが，
これはもう exeファイル 1個落としてきて再生
ボタンのようなものを押すだけでコンパイルから
書き込みまで自動的にやってくれるという，非常
に簡単なユーザ・インタフェースとなっていま
す。さらにオープンソースハードウェアとして，
これの類似品を作って良いというライセンスで
販売しているのです。価格もすごく安くて 3,000
円ぐらい。ただし， 8bitマイコンなので，例えば
Windowsや Linuxを動かすような，パソコンの
替わりには使えないですね。そういうこともあっ
て，もう少しパワーが欲しいというニーズがあり
ます。
　この中で一番有名なのは，Raspberry Pi 23）と
いうボードです。2年ぐらい前に出てきて，5,000

円ぐらいで買え，Linuxが走るのですが，オープ
ンソースではありません。Intelの Edisonも同様
に Linuxが動き，やはりオープンソースではあ
りません。しかしこちらは非常時小型で，Wi-Fi
と，BLE（Bluetooth®Low Energy）も持ってい
ます。ここまで小さいと基板に搭載する一部品と
して扱えるため，Raspberry Pi以上に期待して
います。
　今，プロシューマやメーカという人たちが出て
きた背景には，ニーズの多様化という流れだけで
なく，このような（ラピッド）プロトタイピング
ツールが増えたこと，インターネット上の個人の
発表の場が生まれたこと，さらにスイッチサイエ
ンス 24）さんのような個人のものを委託販売して
くれる業者が出てきて，個人作品の流通までで
きるようになったことがあります。こうした様々
なものが組み合わさって，これまでは考えられな
かったような性能のものを少し勉強すれば個人で
も作れるようになったということです。
　時間になったのでこのぐらいにしたいと思いま
す。ありがとうございます。（拍手）

23）ARMプロセッサ搭載のシングルボードコンピュータ。
24）電子工作用の電子部品を販売する，インターネット上
の通信販売業者。

図 10
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